2015 年 9-10 月
すっかり涼しくなりましたがいかがお過ごしでしょうか？
過ごしやすくなりましたが、夏の疲れが出てくるので、体調
管理にお気をつけください。9 月・10 月は昨年度の
荒川区の決算員会が開催されま
す。ぜひ傍聴にお越し下さい。

荒川区議会の「9 月会議」が開催されます！
荒川区議会の「9 月会議」は、9 月 11 日～ 10 月 15 日にかけて行われます。議案は「マイナン
バー制」に伴う手数料及び規定整備、理・美容師法の一部改正（洗髪設備）、住民基本台帳法・印
鑑条例の改正（住基カードから個人番号カードへ）、集合住宅の建設増加に伴う改正（ワンルーム
規制 30 戸→15 戸、50 戸以上で子育て施設の事前協議）、区職員の防災服・安全靴、サンパール
の幕の入札、西尾久 3 丁目住宅賃料に関する和解、スポーツセンター・保育園・ふれあい館の指
定管理者の指定について審議されます。補正予算は
福祉給付金・保育園運営費・保育士処遇改善・保育
サービス推進・私立認可保育園開設補助について約
33 億 7 千万円です。この期間内に、平成 26 年度の
決算委員会も 9 月 25 日～ 10 月 8 日で開催されます。
ぜひ傍聴へお越しください。
「オレオレ詐欺撲滅」ラッピングバス出発式→
（2015.9.5 区役所前）

荒川区長へ平成 28 年度の予算要望書を提出
９月 3 日に自民党区議団は西川太一郎荒川区長に対して来年度の「予算に関する要望書」を提
出しました。6 月以来、各種団体からのヒアリングやこれまでの区民からの要望等を盛り込んで
作成しました。60 テーマに渡って 285 項目のボリュームとなりました。重点項目としては、①「
行政改革推進計画」の策定、②オリンピック・パラリンピック機運を盛り上げるための運動展開、

（2015.9.3 区長室）

③災害に強い街づくり、④「ゆいの森あ・
らかわ」の運営体制構築、⑤「（仮称）芸
術文化振興基金」創設、⑥若者の就労支
援の充実、⑦東京女医大移転問題、⑧公
共施設老朽化について、長寿命化と建
替えへの研究を掲げました。限られた
財源を効果的に使うためにも予算・決
算委員会でもより良い荒川区のために
質疑してまいります。

尾久の原公園運動場は東京都によってグランド整備をすることが決定！
自民党に新しい風を！
-

4-27-8-303
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twitter：akedoma

2015 年 9-10 月

荒川区内いろいろ募集！

→詳しくは区 HP 等で

9/3 OPEN!
①商店街買い食いカフェ
円・
無料休憩所・コーヒー 100
持ち込み可

②地域情報発信スペース
月より）

！（9
商品やサービス等のＰＲに
/ 月 40 コマ
約 30 ㎝立方棚貸 ￥1,000

③レンタルスペース

開催に！
パーティやイベント・教室
引あり□
￥500/ 時間・半年契約割

④商店街まちづくり相談室

（9 月予定）

●新着イベント

●にっぽりマルシェ ＊物産＆ステージ
◆9/19・20 10-17 時 （2 日目：12 時 -）◆日暮里駅前広場
●1 人分でもおいしく料理！＊65 歳以上・15 名・要予約・無料
◆9/25 14-16 時 ◆夕やけこやけふれあい館 調理なし

9 月は火・木曜 10:00-14:30
●新着情報発信 BOX
ゆしし堂 （着物の生地等を利
用した手作りのバッグや小物）

尾久小
文

★

荒川区
東尾久
5-18-3

尾久橋通り 日舎ライナー

●ふれあい寄席 ＊先着 60 名無料 （東日暮里 3-11-19）
◆11/24（火）14 時 - ◆夕やけこやけふれあい館

都電荒川線

熊野前駅

熊野前商店街

●65 歳からの健康づくり講座「筋骨元気塾」男性編
◆9/30 13-16 時 ◆夕やけこやけふれあい館＊申込 20 名

リラックス・ハワイアン
カフェ 子育て・親子
大歓迎！

●ひざ痛予防講演会 ＊180 名・無料・申し込み順
◆10/15 10-12 ◆ムーブ町屋 3F

子育て
応援

Ｗi-Ｆi

区内だとふるさと文化館
●都電荒川線スタンプラリー
あらかわ遊園
◆8/1-9/16 ◆9 ヶ所の都電沿線公共施設

ど う

くり情報を
商店街の空き店舗等まちづ
開催予定。
収集します。セミナー等も

く

11:00-19：00 年中無休 （年始休業、不定休で休みあり）
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熊野前商店街地域活性化拠点

●荒川フードフェスティバル ＊もんじゃ・飲食・ステージ
◆9/21（月祝）10-16 時 ◆日暮里駅前イベント広場

2015 年

熊まねき堂

荒川区内いろいろイベント！→詳しくは HP 等で

熊野前商店街に多目的
スペースができました！

長年、地域のみなさまにお世話になっておりま
す熊野前商店街からのご案内です。無料休憩所 +
地域のみなさまが色々な発想で使える地域活性化
の拠点をつくりました。説明相談会も開催いたし
ますので、ぜひお越しください。

●詐欺防止の自動通話録音機（無料）設置者募集 （延期）
●荒川リバーサイドマラソン参加者募集（9/30〆）
●「福祉まつり」11/14 ブース出展団体募集 （10/3〆）
●「長寿慶祝の会」9/21 ボランティア募集（社協）
●（障がい者の）在宅介助スタッフ募集（社協）
●釜石福祉まつり応援ボランティアバス 10/9-10 募集（社協）
●フードバンク（家庭で眠ってる食品）寄付募集 （社協）
●「都電荒川線写真コンテスト」作品募集 （9/30〆）
●観光ボランティアガイド養成講座受講者募集（10/1〆）
●区職員（育児休業代替任期付・保育士）募集 （9/24〆）
●精神障害者相談支援事業所運営法人公募 (9/18〆）
＊5 人以下企業
●小規模事業者経営力強化支援事業補助金募集 対象・今年度
設備投資
100 万円まで
●自殺予防のゲートキーパー研修 依頼募集
●荒川の匠育成事業弟子募集（9/30〆）木版画彫・七宝
●区文化祭「俳句（一般の部）」作品募集（9/24〆）

主催：熊野前商店街振興組合
問合せ TEL：03-3893-0729
商店街事務所 10-16 時 火土日定休

＊ボランティア運営スタッフも募集中！

●モノスタ ＊体験や商品購入は有料です
◆8/1-12/25 ◆区内工房・2ｋ540 AKI-OKA ARTISAN
●第 4 回モノスポツアー「伝統工芸に触れる②」￥1000
◆9/28 13:00-15:30 ◆集合 : 西日暮里駅→町屋

詐欺防止の自動通話録音機設置受付延期

●ふるさと文化館蔵資料展「あらかわのたからもの−
棟方志功の作品と江戸時代の書芸展−」 ＊入館料：￥100
◆8/1-9/13 9 時半 -17 時 ◆ふるさと文化館 （南千住 6-63-1）

・対象：65 歳以上の区民の居住する世帯

◆3 月末まで延期 ◆区役所及び警察署で受付

●ＯＧＵ ＭＡＧ
（東尾久 4-24-7）ものづくり展示スペース
■本田仁平個展 [pursuit of phenomena] ◆9/8-13
■ユウタミツモリ個展「靴、ポコン」◆9/20-23・26・27

（最終日 18 時まで）

■仲田絵美 展覧会「あわい」◆9/29-10/11（月曜休み）
OPEN13-19 時 無料→http://www.ogumag.com/

今年から胃がんリスク検査が千円で 詳細
HP で
◆7/1-11/30 ◆区内検査実施医療機関
・対象：35・40・45・50・55・60 歳になる区民（国保検診は同時に受診）
・非対象：ピロリ菌治療中・治療済・胃の切除・胃酸の薬服用・腎不全
・方法：血液検査（ピロリ菌抗体検査 + ペプシノゲン検査＝粘膜萎縮度）

大きさ 10ｃｍ×12ｃｍ

問合せは明戸まで！

44 歳。
現在 3 期目。

